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資料３－１





森林づくり県民税導入時の検討状況

• 平成19年度当時、人工林の多くは間伐が必要な森林で、特に里山は個人有林が多く手入れが
遅れている状況であった。

• 里山を中心とした森林整備を進めるために追加で必要な費用について、新たな財源として確保
する必要があり、この手法を検討した結果、県民税均等割の超過課税方式が適当であるとの結
論に至った。

県内の人工林の多くが間伐が必要な
36年生から50年生となっており、今
後約10年間で間伐を実行する必要の
ある、先送りのできない時期を迎えて
いる

特に集落周辺の里山は個人所有等の私
有林が多く、手入れが遅れている状況

平成19年度の県全体の間伐面積は

18,000ha／年であったが、平成20年

度以降は５年間で113,400ha

（22,680ha／年）の間伐が必要と見

込まれる

里山を中心とした森林づくりを進め、

5年間で23,400haの間伐を追加して

進めるために必要な金額として年間約

６．８億円が見込まれる

※ 財源確保の必要性

・県の財政状況は、歳入面では地方交付税の削減もあり一般財源の確保が厳

しい状況が続いている

・歳出面では、義務的経費の割合が高い硬直的な財政構造が今後も続くと見

込まれる

・今後とも更なる歳入確保策や歳出削減策などが必要で、厳しい財政運営が

続くと見込まれる

※ 必要な施策と必要額

今後とも計画的に森林づくりを進めていくためには、効率的な事業実施や国

庫補助金の確保に加えて、新たな財源を早急に確保することが必要

※ 財源確保の手法の検討

財源確保の手法として、分担金・負担金、使用料、手数料、寄附金、市民

ファンド、地域通貨、県税(超過課税、法定外税)を検討

森林づくりに必要な費用を県民が等しく負担するという趣旨に合っており、

行政コストの面から優れている「県民税均等割の超過課税方式」が適当
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森林づくり県民税導入時の検討状況

• 森林税導入に当たって、県民の代表や学識経験者で構成する「長野県森林づくりの費用負担を
考える懇話会」において、費用負担の方法等について検討いただいた。

H19.2 県議会林務委員会において、森林整備のための新たな財源として森林税等の導入の早急な検討を求められた

H19.5 「長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会」を設置

H19.６
～8

懇話会を３回開催
・必要な森林整備を進めるには、県の財政状況、行財政改革プランの状況から既存予算内で対応できないこと
について県から説明。
・様々な手法による財源確保を検討した結果、新たな財源確保の仕組みについては、「県民税均等割の超過課
税」による検討を進めることとした。

H19.8
「森林づくりのための新たな財源確保の方策（検討案）」を公表
財源確保の方策として、県民税均等割の超過課税方式が有力な選択肢であり、この手法に絞って検討を進めて
いる旨を明記

H19.9～10 検討案についてパブリックコメントを実施。市町村説明会（６回）、県民集会（10回）、シンポジウムを開催

H19.10
～11

懇話会を１回開催。座長から知事に「新たな取組と費用負担のあり方についての提言」が提出された。
費用負担の方法として県民税均等割の超過課税方式が適当とされた。

H19.11 個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税方式とする「長野県森林づくり県民税（案）」を公表
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既存事業と森林税活用事業の違い

• 森林税導入により、所有が零細・分散しており不在村所有者も多いことなどから、それまで進
みにくかった集落周辺の里山の整備を、森林所有者の負担軽減を図りながら進める、新たな取
組を開始した。

3（資料３－２ P20～P21）

国 一財

標準経費に対する補助率 70％

51％ 19％ 30％

所有者負担

【国庫補助事業】
・森林法に基づく施業計画による間伐などの森林整備が対象
・面積要件：１施行地0.1ha以上かつ１事業主体延べ4ha以上
・補助率７／１０（国庫51％、一般財源19％）
・予算規模約28.3億円（H20年度）

［既存事業］

【県単独事業】
・規模や作業内容の面で国庫補助の対象とならない森林整備を

支援し、災害等の被害木の除去などにきめ細かく対応
・面積要件：１施行地0.1ha以上（間伐）
・補助率５／１０（一般財源50％）
・予算規模約0.1億円（H20年度）

国 森林税

標準経費に対する補助率 90％

51％ 39％ 10％

所有者負担

森林税

標準経費に対する補助率 90％

90％ 10％

所有者負担

［森林税活用事業］

・集落周辺に位置する私有林のうち10年以上施業が放棄され、
緊急に機能回復が必要な森林の間伐が対象

・面積要件等：1ha以上のまとまりがあり、かつ３戸以上の
所有者で構成される森林

・補助率９／１０
（国庫活用：国庫51％、税財源39％）
（税単独：税財源90％）

・予算規模約4.0億円（H20年度）

標準経費に対する補助率 50％

一財

50％ 50％

所有者負担



第２期目標面積15,000haの考え方

• 第２期森林税を活用して実施する間伐については、第１期から考え方を変えて目標面積を設
定。

• 民有林で里山として管理する森林のうち、間伐が必要な里山を抽出し、そのうち特に緊急に整
備が必要な里山に対象を絞り込んだ上で、15,000haを目標面積とした。

民有林６６１千ｈａ

里山として管理
する森林６８千ｈａ

第２期当初で間伐が
必要な里山４５千ｈａ

第２期に間伐を行う
里山１５千ｈａ

4（資料３－２ P22～P25）
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・水源のかん養、土砂災害の防止等の機能の発揮が緊急に求め
られる森林や、

・間伐の効果が減少する60年生を迎えようとしている高齢の
森林など に対象を絞り込み

・第１期の５年間で整備済みと見込まれた面積を控除

・集落周辺（里山）の個人有林で、森林としてのまとまりが
一定面積以下

・保安林、まとまった面積を所有している森林所有者を除く

［第2期の目標面積設定］

［第１期の目標面積設定］

県全体の間伐目標面積のう
ち、追加して実施が必要な面
積を税による間伐目標とした

県全体の間伐目標面積

間伐目標面積 23,400ha
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ｈａ

第１期森林税 第２期森林税

1,721

3,341

5,299
5,885

4,257

3,282

2,113 1,853 2,300

第１期の単年度目標2,000～6,000ha
（23,400ha／5年）

※ H28見込には翌年度への繰越分を含む

2,159

第２期の単年度目標3,000ha
（15,000ha／5年）

第２期目標面積15,000haの設定の考え方と実績の評価

• 第２期森林税の里山整備の目標面積については、国庫補助制度の見直しも考慮に入れ、現実
的に実行可能な面積に設定したところ。

• その後の国の制度変更や単価上昇も踏まえて、極力国庫補助を活用して整備を実施してきた
が、未整備で残っている里山は所有が細かい森林となっており、２年目以降は実績が目標に
達していない。

5

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

法改正
等

国の造
林補助
制度

その他

●
森林法改正

●
森林経営計画制度開始

●
12月に大雪

●
東日本大震災

木材自給率50%を目標 ●

森林・林業基本計画
が決定

大きくまとめた取組に支援

現実的に実行可能な
面積に設定

●

搬出間伐を基本とする新たな
造林補助制度が本格的に開始

●

切捨間伐も実施可能な新たな
補助事業が開始

●
森林経営計画制度の見直し

●

震災復興による労務
単価の大幅上昇（H23
比約２割アップ）

※ 里山整備事業による間伐面積の推移

※ 里山整備事業を取り巻く状況



森林税活用事業への国庫補助活用の説明状況（導入時）

• 平成20年度の森林税導入時には、新たな財源の活用とともに、国庫補助金等の確保により、
必要な森林整備を着実に実施していく旨を整理し、説明してきた。

時期 項目 説明内容 説明方法

平成19年
８月

「森林づくりのた
めの新たな財源確
保の方策について
（検討案）」への
掲載

・今後、必要な間伐を着実に実施して
いくために、新たな財源の活用ととも
に国庫補助金等の確保を記載
・５年間で113,400haの間伐を着実
に実施していくため、国庫補助金を含
めて可能な限り財源の確保に努める旨
を説明

・検討案をホームページに掲載し
パブリックコメントを実施
・市町村説明会を６回、県民集会
を10回、シンポジウムを１回開催

平成19年
11月

「長野県森林づく
り県民税（案）」
への掲載

・森林税の使途として、「これまで整
備が進めにくかった里山を中心として、
国庫補助事業を活用し、集約的な間伐
等の森林づくりを支援」と記載
・森林税活用事業を実施するに当たっ
て、国庫補助事業を活用し、県負担分
に森林税を充てて必要な取組を進めて
いく旨を説明

・案をホームページに掲載しパブ
リックコメントを実施
・市町村説明会を４回、県民説明
会を４回開催

6（資料３－２
P26～P30）



森林税活用事業への国庫補助活用の説明状況（第２期継続時）

• 第２期森林税継続時にも、森林税を活用した里山整備事業では国庫補助を活用していることに
ついて、資料にも丁寧に記載しながら重ねて説明してきた。

• 第２期は国の補助制度の見直しにより、国庫活用の度合いが減るものの、依然として国庫を最
大限活用し、里山整備の実行確保を図る旨を説明してきたところ。

時期 項目 説明内容 説明方法

平成23年
12月19日

「平成23年度第２回長野県
地方税制研究会」での説明

林務部から、森林税を活用した里山整備事業について、
国庫補助を活用していることを説明

平成24年
3月27日

「平成23年度第３回長野県
地方税制研究会」での資料

「森林税活用事業と関連する通常事業」として各事業
の財源内訳を整理した資料において、里山整備事業は
国庫補助と森林税を活用していることを説明

平成24年
7月31日

報告書「長野県森林づくり県
民税の再検討」への掲載
（長野県地方税制研究会）

森林税による間伐の補助率を９／１０（国庫５／１０、
長野県森林づくり県民税基金繰入４／１０）と記載

平成24年
８月

「平成25年度以降の長野県
森林づくり県民税（案）」へ
の掲載

これまで国の造林補助制度に森林税を上乗せして間伐
を実施していたものを、国制度の大幅な見直しを受け
て、森林税単独を中心とする制度設計とする旨記載

・案をホームページに
掲載しパブリックコメ
ントを実施
・県民説明会を10回開
催

平成24年
11月

「次期森林づくり県民税の概
要」への掲載

里山整備事業の間伐支援を税単独事業と国庫活用事業
の２本立てで実施する予定であることを記載

・ホームページに掲載
・県民説明会を４回開
催

平成25年
7月17日

「平成25年度第１回みんな
で支える森林づくり県民会
議」での説明

国の新たな補助制度の創設を受けて、国庫補助を最大
限活用し、里山整備を実行することを記載

7（資料３－２
P31～P47）



みんなで支える森林づくり地域会議

• 「みんなで支える森林づくり地域会議」は、地域住民の代表等からの意見を聴取し、各地域
での森林税活用事業等に反映させることを目的として、地方事務所長が設置している。

• 委員については、県民等の意見が幅広く反映されるよう、幅広い分野からの選任に努めてい
る。

• 森林づくり推進支援金の選定に当たって地域会議の意見を聴取。（意見を踏まえて地方事務
所長が交付決定）

林業関係者以外56名

72%

林業関係者

22名

28%

地域会議委員（78名）の内訳 地域会議の運営内容

・森林づくり推進支援金の選定に対する意

見聴取と、実施後の事業内容の報告（実施

要領等に記載）

・木育推進事業の実施に当たって、計画内

容に対する意見聴取と実績の報告（実施要

領に記載）

・各地域における森林税活用事業の実施状

況等に対して意見聴取

・必要に応じて、森林税活用事業等を実施

した現地の調査

設計士・木材利用団体等13名
消費者団体、経済団体 11名
市町村の代表者 10名
NPO、ボランティア 10名
学識経験者 2名
その他 10名

内訳

8（資料３－２ P48～P50）

林業関係団体 16名
森林所有者 6名

内訳



森林づくり推進支援金の選定基準と実施状況

• 地域の実情や地域住民からの様々なニーズに対応するため、対象を里山に限定せず、市町村が
取り組むきめ細やかな森林づくりに関わる活動等に対して支援。

• 平成25年度から、「森林づくり指針」の３つの基本方針に合致した取組のみを支援するとと
もに、具体的な交付対象事業を例示により示している。

• なお、鳥獣被害対策については、森林整備に直接関係するものに限定。
• 事業の採択については、地域会議の意見を踏まえ、選定要領の基準に基づき地方事務所長が決

定しており、平成28年度までの４年間の実施状況は以下のとおり。

項 目 件 数 金 額

１ 「みんなの暮らしを守る森林づくり」
に関する事業

271( 52%) 330,108千円( 64%)

２ 「木を活かした力強い産業づくり」
に関する事業

123( 24%) 82,310千円( 16%)

３ 「森林を支える豊かな地域づくり」
に関する事業

130( 25%) 102,392千円( 20%)

合計 524(100%) 514,810千円(100%)

【平成25年度～28年度（見込み）の累計】

9（資料３－２ P51～P57）



「みんなの暮らしを守る森林づくり」に関する事業

交付対象事業の例示 具体的な取組例 件数、金額

（１）間伐補助事業
における市町村嵩上
げ補助の拡充

・搬出間伐に対する嵩上げ補助
・里山整備事業以外の間伐に対する嵩上げ補助

20市町村
60件

64,754千円

（２）松くい虫被害
等の病虫害防除の取
組

・国庫補助の対象とならない森林等における松くい虫被害木
やカシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害木の伐倒処理
・松くい虫被害の拡大防止のための枝条のチップ化

33市町村
123件

184,830千円

（３）景観形成に資
する森林整備

・観光地の道路沿線などの景観整備
・集落周辺の放置竹林の整備
・地域住民自ら行う集落周辺の景観整備の際の必要機材の貸
し出し

26市町村
88件

80,524千円

合計
271件

330,108千円

【平成25年度～28年度（見込み）の累計】
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「木を活かした力強い産業づくり」に関する事業

交付対象事業の例示 具体的な取組例 件数、金額

（１）展示効果の高
い公共施設の木質化
等の取組

・役場、駅などの公共施設の木質化
・木育ルームの整備
・公共施設へのペレットストーブの設置

10市町村
18件

12,005千円

（２）公園等におけ
る木製遊具やベンチ
等の導入

・公園等における木製ベンチ、四阿、木道などの設置

21市町村
63件

43,595千円

（３）教材等として
使用する県産間伐材
等の提供

・赤ちゃんに県産材製品を贈呈
・親子による県産材のイスやテーブルの組み立て体験

4市町村
11件

4,295千円

（４）搬出間伐を推
進するための取組

・搬出間伐等を進めるための路網の整備や修繕
・林業団体や自伐林家に貸し出すための簡易集材機械の導入

7市町村
21件

15,964千円

（５）その他県産間
伐材等の利活用を促
進する取組

・薪を自らの手で生産・利用する取組への支援
・薪づくりのための住民参加型の薪づくりイベントを開催

7市町村
10件

6,451千円

合計
123件

82,310千円

【平成25年度～28年度（見込み）の累計】
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「森林を支える豊かな地域づくり」に関する事業

交付対象事業の例示 具体的な取組例 件数、金額

（１）地域森林委員
会や里山整備利用推
進協議会の活動支援

・市民参加による、地域の森林のビジョンの検討・策定

1市町村
2件

1,600千円

（２）森林環境教育
に係る取組

・学校林における森林環境教育の実施
・小学生による炭焼き体験教室の実施
・市民に身近な平地林における、生物多様性のための森林づ
くりの取組

7市町村
12件

3,414千円

（３）地域等の協働
による森林づくりの
取組への支援

・森林（もり）の里親企業との森林整備を行うための準備作
業
・スキー場跡地を森林に再生するため、地域住民が植樹する
取組を支援

9市町村
26件

15,259千円

（４）地域住民等が
森林に触れあえる機
会の提供等

・多くの人が集まる森林における、枯れ枝落としなどの安全
確保のための作業
・森林内の遊歩道にウッドチップを敷設するなどの整備

5市町村
12件

4,566千円

（５）鳥獣被害防止
のための緩衝帯整備

・鳥獣被害防止のための緩衝帯整備
・野生鳥獣からの被害防止のための樹木保護テープ巻き

23市町村
78件

77,553千円

合計
130件

102,392千円

【平成25年度～28年度（見込み）の累計】
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